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【下諏訪町の緑の現状に対する評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価点は「よい」３点、「ややよい」１点、「よくも悪くもない」０点、「あまりよくない」－１点、「よくな

い」－３点として集計し、有効回答者数で除したものです。 

 

■下諏訪町の緑について気になっていること 

「散歩しながら休憩できる場所や木陰が尐ない」が特に多く、次いで、「耕作されていない農地

や空き地が荒れている」となりました。 

また、「特に気になることはない」は有効回答者の１割弱の回答にとどまっており、約９割の人

が緑に関して何か気になっていることがあることがわかりました。 

 

【下諏訪町の緑について気になっていること】（複数回答） 
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■公園の整備にあたって重点的に取り組むべきこと 

「自然とふれあえる樹林や草花、水辺のある公園」が特に多く、次いで「自由に遊べる広い原

っぱなどのある公園」、「災害時の避難地や防災拠点となる公園」の順となりました。 

また、「既存施設の適切な維持・管理のみ実施」は有効回答者の２割強の回答がありました。 

 

【公園の整備にあたって重点的に取り組むべきこと】（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■緑のまちづくりに対し協力できること 

「庭で花や木を育てる」、「室内やベランダで花などを育てる」、「緑の募金活動に協力する」の

順で「協力できる」が多くなりました。他の項目についても有効回答数の 25％以上は「協力でき

る」との回答でした。 

 

【緑のまちづくりに対し協力できること】 
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■緑をよりよいものにするために重点的に取り組むべきこと 

「現在ある公園の維持・管理と充実」、「水辺環境の保全・活用」の順で、この２項目が特に多

くなりました。一方、各種緑化活動については、回答が尐なくなりました。 

 

【緑をよりよいものにするために重点的に取り組むべきこと】（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■緑のまちづくりに対し町がすべきこと 

「公園や広場の整備や維持・管理」、「保存樹林や農地、山林の保全や維持・管理支援」、「公共

施設や道路などの緑化」の順で、この３項目が特に多くなりました。一方、町民に緑化を働きか

けるような活動に対する回答は全般的に尐なくなりました。 

 

【緑のまちづくりに対し町がすべきこと】（複数回答） 
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２－４ 上位関連計画 

 

１．第６次下諏訪町総合計画（下諏訪町・平成 18年４月策定） 

●まちづくりの基本理念 

・自然～自然とともに生きる美しいまちづくり 

・くらし～健康で安らぎに満ちたまちづくり 

・人づくり～創造力に富む心豊かな人づくり 

・活力～活力に満ちた魅力あふれるまちづくり 

・協働～協働と交流により輪が広がるまちづくり 

●主な関連施策 

生態系をまもる ◯生態系の保全 

・公益的機能の高い樹林への樹種転換 

・環境保全型農業の推進 

・八島高原、観音沢渓谷等の保全 

・湖岸の利用と管理方法の検討 

・生態系の現状把揜とデータの蓄積 

・外来種（アレチウリ、ヒメジョオン、ブラックバス等）対策 

・ビオトープ施設の検討及び整備 

緑のネットワークをつ

くる 

◯緑のネットワークの創出 

・岡谷・諏訪・下諏訪都市山麓グリーンベルト整備事業の推進 

・幹線道路沿いの緑地の保全、緑化の推進 

・河川沿いの緑化と緑道の検討整備 

水辺空間をつくる ◯水辺環境の保全と創出 

・水辺再生の推進 

・砥川河川改修計画による自然護岸整備の促進 

・都市対策砂防事業による自然護岸整備の促進 

森の恵みを活かす ◯林業の振興 

・森林整備計画に基づく森林整備 

・公益的機能の高い森林への樹種転換 

・森林の持つ水源かん養、大気浄化、国土保全、保健休養等公益的機能の増進 

・森林組合等の林業事業体の育成強化及び林業後継者の育成確保 

・公共事業、補助制度の導入 

・間伐及び複層林の推進 

・良質材生産のための枝打ちの推進 

・病害虫、鳥獣被害の未然防止 

・林道・作業道の整備 

里の恵みを活かす ◯農業の振興 

・地域営農システムの構築による農地の利用促進 

・農業経営基盤強化促進基本構想の推進 

・農業経営者と後継者の育成 

・機械導入の促進 

・環境保全型農業の促進 

・農業近代化資金等のあっせん 

・利水施設の整備と水源の保護 

・土地改良と土壌消毒の推進 

・中山間農地の多面的機能の維持増進 

・直売所、加工品施設による観光農業の推進 

・農業技術者連絡協議伒の拡充強化 

・先進的技術や地域資源を活用した基幹作物の競争力強化 
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湖の恵みを活かす ◯漁業の振興 

・水質浄化等による漁業環境の整備 

・ワカサギ採卵事業の振興 

・外来魚駆除対策 

・コイヘルペス対策 

・地元産魚介類の消費の拡大 

・観光産業との連携 

土地の開発と保全 ◯調和のとれた市街地形成 

・用途地域等の地域地区の見直し 

・都市再生街区基本調査、都市計画基礎調査の実施 

・新たな都市計画制度の導入 

◯民間都市開発の指導、規制 

・開発行為の指導、規制 

・宅地開発指導要綱、中高層建築物指導要綱の見直しと条例化 

◯土地区画整理事業の検討 

・沿道型土地区画整理事業の検討 

・敷地整序型土地区画整理事業の検討 

◯赤砂崎開発 

・赤砂崎の有効活用の検討 

・開発に伴う赤砂崎公園の見直し 

公園 ◯緑の基本計画の策定 

◯都市公園の計画変更 

・緑の基本計画による都市公園の見直し、計画変更 

◯都市公園の保全整備 

・施設の整備、充実 

・緑地の保全、緑化の推進 

・緑地保全や緑化推進制度導入の検討 

◯公共施設の緑化推進 

◯赤砂崎公園の整備 

◯水月公園の整備拡充 

・駐車場整備 

・桜、つつじの植樹 

・公園整備 

◯ふれあいを支えるミニ公園の整備 

美しい景観をつくる ◯景観条例の策定 

◯景観計画の策定 

◯景観形成住民協定、景観協定の推進 

◯屋外広告物条例の策定 

◯街なみ環境整備事業の推進 
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２．下諏訪町都市計画マスタープラン（下諏訪町・平成 16年３月策定） 

●まちづくりの将来像 

恵まれた水と緑、都市機能と産業の集積を生かし、ゆったりと暮らす、安全で快適な文化のまち 

●まちづくりの基本的方針 

・自然と共生し、節度とまとまりのあるまちを守り、育てます。 

・安全で快適に暮らし続けることのできるまちを創ります。 

・資源を活かし、人々を引きつけ、個性が光るまちを創ります。 

・誰もが参加し、協働してまちを創ります。 

●自然環境の保全・回復の方針 

骨栺的な水と緑の構造を保全し、自然

環境の保全･回復を目指します。 

・国公有林の保全と民有林の保全、維持管理の強化 

・山林、河川における環境の整備と自然生態系の保全・回復 

・諏訪湖浄化と湖岸環境の整備促進 

歴史的伝統的風土を創る緑の保全・回

復を進めます。 

・市街地周辺里山緑地の保全 

・歴史的遺産・風土と一体となった緑地の保全 

・風致地区等の指定検討 

・高木から東山田までの歴史探訪軸沿いの緑化推進 

・保存樹木の指定、民有地内樹木保護制度の充実 

・緑地の借り上げ等制度導入の検討 

安全で魅力的な景観を形成する緑地の

保全と創出を進めます。 

・郷土的景観を有する緑地として、市街地に近接する農地の保

全と活用 

・防災緑地の保全、安全対策工事の実施 

・建替時のひろば空間整備の誘導、街区内防災・環境ひろばの

確保誘導 

・街なか防災公園の整備 

・国道 20 号バイパスのトンネル構造化推進 

・生垣化支援 

身近に自然とふれあえる場の整備を図

ります。 

・湖畔、河川、水路、道路の公共事業実施に合わせた緑化、多

自然化、親水化の推進 

・湖岸・河川沿い遊歩道の計画・整備・充実 

・公共施設内緑化の推進、幹線道路沿いの緑化の推進 

・市街地内果樹園の保全活用、町民菜園化の促進支援 

・地区計画・緑地協定等による民有地内緑化の推進、壁面・屋

上緑化の推進 

市街地における公園・緑地の整備を図

ります。 

・鉄道北市街地での街なか防災公園等の都市公園の整備推進 

・借地による公園整備、立体的な公園整備制度の検討 

・町民参加による里山公園計画（水月公園充実整備） 

・赤砂崎水辺拠点の公園整備 

・大規模土地利用転換地区での事前緑地確保制度の検討 

・都市計画公園の計画・見直し 

緑地の適正な維持管理と環境に対する

町民意識の高揚を図ります。 

・環境教育の拡大・充実、環境教育体験の場づくり 

・地域ぐるみの緑化活動の支援と自主的ルールづくりや緑地協

定締結等への公共支援 

・緑化推進団体の育成と支援の充実、地域緑化モデル地区の指

定や顕彰制度導入の検討 

・学校敷地のモデル緑化の推進と緑化教育の充実 

・アダプト制度の充実とボランティアを含めた維持管理システ

ムの整備、民間団体 ISO 認証取得の促進 

・荒廃山林・里山の積極的な緑化の推進、緑化基金や緑の条例

等の町民緑化活動を支える制度・体制の充実 

・町民参画による緑の基本計画立案 
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●まちの将来構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●自然環境の保全・回復の方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

市街地に近接する農地の保全 

里山緑地の保全 
国道 20 号バイパスのトンネル化
整備促進 

街なか防災公園等の都市公園の整備 

市街地内緑化・緑地協定の推進 

河川環境の保全・親水化促進 

湖岸環境の保全、親水化整備 

市街地内果樹園の保全・活用 

幹線道路緑化の推進 

歴史探訪軸沿いの緑化 

里山公園の充実整備 

赤砂崎水辺拠点の整備 

主要都市公園の整備・充実 

歴史拠点周辺の緑化・緑地保全 

 

骨格的な市街地の土地利用 

  街なか居住ゾーン 

周辺居住ゾーン 

街なか商業ゾーン 

協調型産業ゾーン 

街なか歴史観光ゾーン 

 都市機能の集積と町民生
活の向上を図る拠点環境 

 
自然ふれあい拠点 
八島高原周辺、いずみ湖公園周辺 

里山ふれあい拠点 
水月公園周辺 

歴史・文化拠点 
春宮周辺、秋宮周辺、木落し坂周辺、
萩倉薬師堂周辺、熊野神社周辺、高木
津島神社周辺、柿陰山房周辺 

生活・文化拠点 
総合文化センター周辺 

生活・情報拠点 
諏訪湖博物館周辺 

文化・情報拠点 
下諏訪公園周辺、みずべ公園周辺 

交通・情報拠点 
下諏訪駅周辺 

赤砂崎水辺拠点 

都市を包む自然環境 

 

山林保全地・保安林 

里山緑地帯 

河川ふれあい軸 

諏訪湖岸連携軸 

諏訪湖 

山林保全地・民有林 

山林保全地・国公有林 

山林保全地・自然公園 

安全で快適な交通軸 

 広域幹線道路 

 都市幹線道路 
歴史探訪軸 
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３．下諏訪町環境基本計画（下諏訪町・平成 14年３月策定、平成 18年度見直し） 

●基本目標 

・豊かな自然と人が共生するまち 

・美しい水辺と豊かな緑のまち 

・安全で人にやさしいまち 

・古き歴史・文化と、新しい創造の息吹が調和するまち 

・皆が連携して、優れた環境を次世代に伝えるまち 

●主な関連施策 

八島高原（草原・八島ヶ原高層湿原）、観音沢渓

谷などの保全 

・巡回などの実施 

・自然保護のための整備 

諏訪湖の生態系の保全 ・水際域での生態系保全の推進 

・湖の多様な生態系の確認と保全 

・魚介類等、水生動植物の保護 

森林の保全 ・森林・里山周辺の整備 

生態系への継続的配慮 ・地域の生態系の理解促進 

・地域に根ざした生態系の保全 

・身近に多様な生物を育む環境づくり 

・河川・道路工事などでの生態系への配慮 

諏訪湖及び河川・水路などの汚濁防止 ・面源対策の推進 

・河川及び流域の汚濁防止 

・湖水の浄化 

身近な緑の確保 ・緑のネットワークの創出 

・緑の基本計画推進 

・市街地の緑化推進 

・新規開発時の緑地の確保 

・農業、農地の保全 

親水化の推進 ・諏訪湖及び河口付近の親水化 

・町内河川、水路の親水化 

災害の防止 ・環境を配慮した治山 

・環境に配慮した治水 

・災害に強いまちづくり 

・災害時の対策強化 

都市景観の保護 ・歴史と文化にふれあえるまちづくりの推進 

都市基盤整備における環境配慮 ・都市計画、公共事業における環境保全への配慮 

環境にやさしい農業の推進 ・農業における土壌等への環境負荷低減と農地の循

環の場としての活用 

住民と事業者、行政と観光客の参画と連携 ・家庭生活での意識高揚と行動の促進 

・地区単位での行動促進 

・有志による行動促進 

・各種団体の育成・活用 

・事業者と住民の双方向の情報交換 

環境教育の充実 ・学校における環境教育の推進 

・生涯学習における環境教育の推進 
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４．下諏訪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（長野県・平成 16年３月策定） 

●都市づくりの基本理念 

・恵まれた自然に映えるまちづくり 

・歴史を伝え、文化を育むまちづくり 

・交流ともてなしのまちづくり 

・人々が集まり、安心して暮らし、快適に活動するまちづくり 

・参加と協働によるまちづくり 

●自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

緑地の確保目標

水準 

平成 32 年の緑地の確保目標量は、用途地域内で約 60ha（用途地域に対する割

合：約 10%）とする。 

主要な緑地の配

置の方針 

【環境保全系統】 

区域の大半を占める森林地域は本区域の骨栺を形成する緑であり、自然と調和し

た地域として積極的に保全を図る。市街地に隣接する里山的な森林地域は、里山と

しての維持管理を図る。 

【レクリエーション系統】 

八ヶ岳中信高原国定自然公園の自然地域は、貴重な自然資源として今後とも保全

を図るとともに、観光・レクリエーションの場として有効利用を図る。市街地に隣

接する里山的な森林地域は、町民の憩いの場や自然と親しむレクリエーションの場

として積極的な活用を図る。 

【防災系統】 

防災系統の緑地は、住民の生存にかかる緑地であるという観点から、災害を防

止・軽減する緑地の配置を行う。また、自然災害の発生危険度の高い急斜面地、河

川沿いなどの緑地は特に永続性を確保した緑地としていく。 

【景観構成系統】 

山麓、丘陵地及び農地などの自然景観と、温泉、歴史文化などの都市的景観の調

和した総合的な都市景観の形成を目指し、森林の保全・育成、美しい郷土景観の保

全を図る。 

実現のための具

体の都市計画制

度の方針 

【公園緑地等の整備目標及び配置方針】 

良好な都市環境を創出する、緑豊かで安全かつ利用しやすい公園の整備を促進す

る。さらに、本区域の中心市街地には木造密集市街地があり、また狭あいな道路環

境が見られることから、防災機能や避難地としての機能をもつ公園整備を図る。 

【緑地保全地区等の指定目標及び指定方針】 

良好な都市環境を形成し、市街地から見ることのできる貴重な緑となる森林を保

全するため、緑地保全制度等の活用を図る。 
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２－５ 下諏訪町における緑の課題 

 

１．環境保全系統 

評価の視点 町の骨格となる緑 

対象 【樹林地】 北部の山地（八ヶ岳中信高原国定公園、市街地を取り囲む里山を含

む） 

【湖沼】 諏訪湖 

【河川】 砥川、東俣川、十四瀬川、福沢川、承知川 

課題 ○下諏訪町の９割を占め、二酸化炭素の吸収や大気の浄化、水源かん養などの機能

を有する樹林地では、適切な保全・維持管理が必要です。 

○市街地を縁取る斜面林では、集落や農地を含めた里山環境の保全・育成が必要で

す。 

○市街地の南に広がる諏訪湖では、水質の改善や水辺の環境の保全・育成が必要で

す。 

○市街地西部を南北に貫き、下諏訪町における水辺の主軸となっている砥川では、

安全性を確保しつつ、水辺の環境の保全が必要です。 

○その他の河川においても、水辺の軸として水辺の環境の保全が必要です。 

 

 

評価の視点 地域の個性となる緑 

対象 【歴史・文化資源】 

 諏訪大社、慈雲寺、熊野神社、青塚古墳、島木赤彦住居、津島神

社、その他寺社境内地 

【天然記念物】 八島ヶ原高層湿原、諏訪大社社叢 

【花の名所】 水月公園（桜） 

【農地】 里山の農地、市街地内の農地 

課題 ○緑と調和した歴史的風土を保全・育成するため、寺社境内地や史跡、屋敷林など

の樹林や大木の保全が必要です。 

○天然記念物や花の名所として良好な自然環境を有している八島ヶ原高層湿原や諏

訪大社社叢、水月公園などでは、緑の保全が必要です。 

○数尐ない農地が残る市街地を縁取る里山や市街地南部の果樹園では、農業を振興

しつつ、地域環境の向上に貢献する緑として、保全が必要です。 
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評価の視点 町民の快適な暮らしを支える緑 

対象 【街区公園】 泉園、みずべ公園、四王公園、赤砂公園、一ツ浜第２公園、向陽台

公園 

【近隣公園】 高浜公園 

【総合公園】 下諏訪公園、いずみ湖公園 

【その他の都市公園】 

 一ツ浜公園、花田公園、東明公園、砥川西公園、鴨田公園、西赤砂

公園、みはらし台公園、藤ノ木公園、高木運動公園、水月公園、弥

生町公園 

【施設緑化】 公共施設や事業所での緑化 

【道路の緑】 道路の植栻 

【霊園】 水月霊園 

課題 ○地域の状況を踏まえ、市街地内の公園の整備・機能充実が必要です。 

○公園での適切な維持管理が必要です。 

○公共施設や民有地における緑化を進め、市街地での緑を増やしていくことが必要

です。 

○意識の啓発や各種制度づくり、緑化活動に対する支援など、町民に対する緑と水

に関する働きかけや各種支援を継続・強化していくことが必要です。 

 

 

評価の視点 生物の生息を支える緑 

対象 【樹林地】 北部の山地（八ヶ岳中信高原国定公園、市街地を取り囲む里山を含

む） 

【河川】 砥川、東俣川、十四瀬川、福沢川、承知川 

【湖沼】 諏訪湖 

【公園】 施設内の樹木、草地 

【農地】 里山の農地、市街地内の農地 

【道路の緑】 道路の植栻 

課題 ○樹林地や湖沼、河川では、生物生息の場として自然環境の保全や再生、生態系の

回復への配慮が必要です。 

○生物の移動に対応できるような緑のネットワーク形成の検討が必要です。 
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２．レクリエーション系統 

評価の視点 緑とのふれあいの場 

対象 【自然公園】 八島湿原（ビジターセンター） 

【公園】 いずみ湖公園 

【水辺】 親水護岸、遊歩道 

【農地】 体験農園、観光農園 

課題 ○自然環境とビジターセンターや体験農園など地域資源を活用して、各種自然体験

プログラムや環境教育の充実が必要です。 

○公共事業にあたっては、多自然化や親水化に配慮しながら、できるだけ緑や水と

のふれあいの場を保全・創出し、町民の地域の緑に対する愛着づくりを図ること

が必要です。 

 

 

評価の視点 日常的なレクリエーションの場 

対象 【街区公園】 泉園、みずべ公園、四王公園、赤砂公園、一ツ浜第２公園、向陽台

公園 

【近隣公園】 高浜公園、赤砂崎公園 

【その他の都市公園】 

 一ツ浜公園、花田公園、東明公園、砥川西公園、鴨田公園、西赤砂

公園、みはらし台公園、藤ノ木公園、高木運動公園、水月公園、弥

生町公園 

【広場】 武居調整池、諏訪養護学校跡地 

【児童遊園地】 ８箇所 

【学校校庭】 小学校２校、中学校２校、高校１校 

【保育園屋外遊技場】 

 保育園３園 

課題 ○身近なレクリエーションの場として、公園の整備・機能充実が必要です。 

○公共施設での更なる施設開放や緑化が必要です。 

○地域の現状を踏まえながら、日常的なレクリエーションの場を適正に配置するよ

うな検討が必要です。 

 

 

評価の視点 広域的なレクリエーションの場 

対象 【スポーツ】 下諏訪公園、秋宮スケートリンク、下諏訪町漕艇場、高浜運動公

園、いずみ湖公園 

【レジャー】 いずみ湖公園、県道霧ケ峰東餅屋線（ビーナスライン）、ジョギン

グロード、観音沢ハイキングコース、中信高原線歩道（八島ヶ原高

層湿原）、中信高原線歩道（鷲ヶ峰） 

課題 ○町民ニーズに合わせた広域的なレクリエーションの場の機能充実が必要です。 

○豊かな水と緑について、観光資源として保全・活用が必要です。 

○観光資源とレクリエーション資源のネットワーク化による回遊できるまちづくり

が必要です。 
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３．防災系統 

評価の視点 自然災害を防ぐ緑 

対象 【樹林地】 北部の山地（八ヶ岳中信高原国定公園、市街地を取り囲む里山を含

む） 

【湖沼】 諏訪湖 

【河川】 砥川、東俣川、十四瀬川、福沢川、承知川 

課題 ○山地災害など自然災害を防止するため、治山事業により、樹林地の防災機能を強

化することが必要です。 

○市街地を取り囲む傾斜地については、土砂崩壊対策と合わせ、斜面林の保全など

が必要です。 

○諏訪湖や河川では、水害を防止するため、治水事業と合わせ、適切な水辺環境の

維持管理が必要です。 

 

 

評価の視点 都市災害から暮らしを守る緑 

対象 【大規模事業所】 

 敷地内緑化、外周の緑化 

【道路の緑】 道路の植栻 

【農地】 市街地内の農地 

課題 ○騒音などの影響を緩和・軽減するため、大規模事業所などにおいて、敷地及び外

周での緑化推進が必要です。 

○市街地の都市環境の維持・改善に役立つ道路の緑や農地などの保全・活用が必要

です。 

 

 

評価の視点 災害に強いまちを支える緑 

対象 【避難地】 都市公園、学校校庭、保育園屋外遊技場 

【緊急避難路】 道路の植栻 

【延焼遮断帯】 河川 

【住宅地】 生垣化 

課題 ○建て替え時の広場空間整備など、市街地内での防災に役立つ広場空間の確保が必

要です。 

○避難地となる公園や学校校庭などにおいて防災機能の充実を図るとともに、新た

な防災公園の確保について検討が必要です。 

○大規模災害に備え、地域の防災拠点となる公園の確保が必要です。 

○避難路や延焼遮断帯となる幹線道路や河川では、緑化によるネットワーク化が必

要です。 

○住宅地などでは、ブロック塀の倒壊対策や生垣化の推進が必要です。 
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４．景観系統 

評価の視点 下諏訪町を代表する大きな緑の景観 

対象 【水辺環境】 諏訪湖、砥川 

【植物群落】 八島ヶ原高層湿原 

【山地景観】 渓谷・山岳群 

【大規模公園】 いずみ湖公園 

【歴史的景観】 諏訪大社社叢 

【里山景観】 市街地を取り囲む樹林地・農地・集落 

課題 ○広がりのある諏訪湖やまとまった樹林地の景観の保全が必要です。 

○いずみ湖公園や諏訪大社など、町の緑の核となる場の保全が必要です。 

○斜面林と集落、農地によって構成される里山景観の保全・改善が必要です。 

 

 

評価の視点 優れた眺望の景観 

対象 【諏訪湖・市街地への眺望】 

 みはらし台公園、水月公園、花見新道（国道 142 号）、県道霧ケ峰

東餅屋線（ビーナスライン） 

【諏訪湖・市街地から眺望】 

 諏訪湖越しの富士山、市街地から見た山並み、湖面の広がり、水月

公園、花見新道（国道 142 号） 

課題 ○斜面上からの諏訪湖や市街地の眺望景観の保全が必要です。 

○諏訪湖からの富士山や山並みの眺望景観の保全が必要です。 

○眺望地点の整備が必要です。 

 

 

評価の視点 地域の特色ある景観 

対象 【点】 万治の石仏、島木赤彦住居、矢木東の屋敷樹、下諏訪宿本陣 

【線】 湖岸通り線・ジョギングロード、花見新道（国道 142 号）、田中線

（ケヤキ並木）、西大路線（サルスベリ）、古川通り線（ヤナギ）、

県道岡谷下諏訪線（ハナミズキ） 

【面】 慈雲寺、津島神社、青塚古墳、伊勢宮社跡、水月公園、御柱祭木落

し坂、諏訪湖卙物館･赤彦記念館･高浜公園･高木運動公園、ハーモ

美術館･一ツ浜公園･みずべ公園、下諏訪公園･あすなろ公園 

課題 ○町内に点在する緑の景観資源の維持・保全が必要です。 

○特に、下諏訪町の特徴である緑と歴史を感じさせる街並み景観の保全・育成・創

出が必要です。 

○緑を増やしながら、観光地としての魅力のある景観づくりが必要です。 
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評価の視点 市街地の緑あふれる景観 

対象 【協定・地区計画】 

 向陽地区建築協定、立町地区景観形成住民協定、下諏訪宿湯田町ま

ちづくり協定、下諏訪宿横町木の下まちづくり協定、下諏訪宿立町

まちづくり協定、赤砂崎地区地区計画 

【緑が多い住宅地】 

 東山田・福沢川沿い地区、武居・承知川沿い地区、高木地区 

【施設緑化】 公共施設や事業所での緑化 

【公園】 施設内の樹木、草地 

【道路の緑】 道路の植栻 

【農地】 市街地内の農地 

課題 ○町民の緑化活動や協定締結などを支援し、地域の特色ある街並み景観の保全・育

成が必要です。 

○斜面住宅地での緑化推進や眺望への配慮など緑を考えた景観づくりが必要です。 

○新たな市街地での緑豊かな街並みの創出が必要です。 

○施設緑化や公園の緑化、道路緑化などの緑化への取り組みが必要です。 

○市街地内の農地の保全・活用が必要です。 
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５．下諏訪町における緑の課題 

 

「環境保全系統」、「レクリエーション系統」、「防災系統」、「景観系統」の各系統別の課題を踏

まえ、下諏訪町における主要な緑の要素ごとに課題を整理します。 

 

 

【山地】 

下諏訪町の大半を占める山地は、二酸化炭素の吸収や大気の浄化、水源かん養、生物生息とい

った環境保全面、ドライブやハイキングなど場としての広域的なレクリエーション面、土砂災害

防止などの自然災害防止面、市街地の背景の緑としての景観面など、多面的・公益的な機能を有

しています。 

山地の大半は、八ヶ岳中信公園国定公園、保安林、地域森林計画対象民有林、国有林として地

域制緑地となっていますが、指定を継続するとともに、適切な保全・維持管理が必要です。 

特に、天然記念物である八島ヶ原高層湿原や観音沢渓谷は良好な自然環境を有しており、緑や

生態系の保全に配慮しつつ、観光資源としてのレクリエーション的活用に向け、利用者ニーズに

対応した、総合的な保全・活用策の検討が必要です。 

 

 

【里山】 

市街地を縁取る斜面林は、集落や農地と一体的に良好な里山環境を形成しています。里山は、

生物生息など環境保全面、自然体験や体験農業などのレクリエーション面、土砂災害防止などの

自然災害防止面、緑と暮らしが調和した田園空間としての景観面などの機能を有しています。 

斜面林では、樹林の保全・維持管理を図りつつ、生物生息の場として自然環境の保全や育成、

生態系の回復への配慮が必要です。 

また、地域の生活基盤となる農業を振興しつつ、体験農業の場などとしても活用し、できるだ

け農地を保全・活用していくことも重要です。 

さらに、斜面上からは諏訪湖や市街地が一望でき、市街地側からは斜面上の住宅地を見ること

ができます。これらの眺望景観を保全・改善することも重要です。 

 

 

【諏訪湖】 

諏訪湖では、引き続き水質の改善に取り組むとともに、多自然化を図り、生物生息の場として

水辺環境を保全・再生していくことが重要です。 

また、親水化により、水とのふれあいの場を保全・創出したり、ジョギングロードなど湖畔で

のレクリエーション的活用を進めたりするなど、町民の諏訪湖に対する愛着づくりを図ります。 

さらに、諏訪湖への眺望景観、諏訪湖からの富士山や山並みへの眺望景観についても保全が必

要です。 
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【河川】 

砥川などの河川は、生物の移動や延焼遮断帯のネットワーク構成要素として重要であり、水辺

の軸として、水辺環境の保全・活用や生態系の回復に配慮することが重要です。 

また、親水化により、水とのふれあいの場を保全・創出することが重要です。 

 

 

【歴史・文化資源】 

諏訪大社に代表されるように、豊かな歴史・文化資源を活かし、緑と調和した歴史的風土を保

全・育成するため、寺社境内地や史跡、屋敷林などの樹林や大木を保全することが重要です。 

特に諏訪大社は、市街地における緑の拠点として位置づける必要があります。 

 

 

【市街地内の農地】 

北部の東山田方面や南部の赤砂崎方面では、住宅地の中に農地が点在しています。環境・防

災・景観面からも市街地に残る貴重な緑として、これらの農地を保全・活用していくことが重要

です。 

特に、遊休農地では、農とのふれあいの場など、活用方策を検討していく必要があります。 

 

 

【小規模公園】 

身近なレクリエーションや災害時の避難地となる小規模な公園については、地域の状況を踏ま

え、施設配置を含め、市街地内における公園の整備・施設更新・機能充実を検討する必要があり

ます。また、既存の公園においても、適切な維持管理や施設の更新が必要となります。 

公園が丌足する地域においては、新たな公園の設置だけでなく、公園に類する施設の整備・機

能充実、建て替え時における広場空間の確保など、様々な手法を活用し、身近な公園的空間を確

保していく必要があります。 

 

 

【大規模公園】 

広域的なレクリエーション機能を有する大規模公園においても、適切な維持管理や利用者ニー

ズに合わせた施設更新・機能充実が必要です。 

また、大きな防災拠点となる避難場所が丌足しており、下諏訪公園及び計画中の赤砂崎公園を

含め、防災拠点の整備・位置づけを検討していく必要があります。 

さらに、いずみ湖公園は町を代表する緑豊かな公園であり、自然ふれあい拠点として位置づけ、

自然体験や観光に活用していくことも重要です。 
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【施設緑化】 

公共施設や民有地での緑化を進め、市街地の緑を増やしていくことが重要です。そのため、公

共施設では更なる施設開放や緑化を図り、大規模事業所などでは敷地及び外周の緑化を進めてい

くことが重要です。 

また、町民の緑化活動や協定締結などへの支援や生垣化などの推進により、地域の特色ある緑

豊かな街並みを保全・育成していくことが重要です。 

特に、下諏訪町の特徴である緑と歴史を感じさせる街並み景観の保全・育成・創出や斜面住宅

地での緑化推進及び眺望に対する配慮などにより、観光地としても魅力のある緑豊かな景観づく

りを進めることが重要です。 

 

 

【道路の緑】 

道路の緑は、生物移動や延焼遮断帯・避難路のネットワーク構成要素となっています。 

また、市街地の都市環境の維持・改善機能や市街地景観の構成要素としても重要であり、幅員

が確保できる道路では、できるだけ緑化を図ることが重要です。 

 

 

【町民が参加する緑づくり】 

緑のまちづくりにあたっては、町民や事業者の参加・協力が丌可欠です。各種自然体験や環境

教育による地域の自然への愛着づくり、緑に対する意識の啓発活動、各種制度づくり、緑化活動

への支援など、水と緑に関する働きかけを継続・強化していく必要があります。 
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第３章 緑の将来像 
 

３－１ 緑の将来像 

 

水や緑は、快適な暮らしを支える基盤であり、日々の暮らしに安らぎやうるおいを不え、人々

の心を豊かにするものです。また、環境保全やレクリエーション、防災、景観などの機能を有し

ており、生物の生息や観光地としての魅力づくりにも欠かすことができない存在です。 

下諏訪町を代表する水と緑として、諏訪湖や砥川などの水辺、歴史文化資源と一体となった緑、

農地、樹林地などがあり、これらの水と緑は、四季折々にその姿を変え、町の魅力を形づくって

います。 

北部の山地と南部の諏訪湖に挟まれた狭い平坦地に市街地が形成されており、その面積の大半

が樹林地か水面となっています。そのため、町全体では水と緑が極めて豊かであり、町民も水と

緑の豊かさを実感している人が多い状況にあります。しかし、市街地は暮らしやすいコンパクト

サイズですが、公園などの緑地は多いとは言えません。 

また、古くから交流の拠点として栄えた町であるため、諏訪大社などの歴史文化資源も豊富で

す。自然と歴史文化資源が一体となって下諏訪らしい風景を形成しており、観光地の魅力づくり

にも貢献しています。 

現在、下諏訪町では、第６次総合計画において、『誰もが｢住んでみたい、住み続けたい、住ん

で良かった｣と言える町、“小さくてもきらりと光る美しいまち”』を将来像として掲げ、まちづく

りを進めています。 

誰もが｢住んでみたい、住み続けたい、住んでよかった｣といえる町を実現するためには、町民

の地域に対する誇りや愛着を培い、来訪者が魅力を感じるようなまちづくりを考える必要があり

ます。その１つの取り組みとして、貴重な歴史、文化、自然、伝統を受け継ぎながら、下諏訪町

の緑を次の世代へと継承・発展していくことが重要です。 

 

上記の考え方を踏まえ、下諏訪町における緑の将来像を「水・緑・歴史を未来へつなぐまち 

下諏訪」と設定します。 

 

～ 下諏訪町 緑の将来像 ～ 

水・緑・歴史を未来へつなぐまち 下諏訪 
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３－２ 緑の将来都市構造 

 

構成要素 方針 

 

樹林保全地 
樹林の有する多面的・公益的な機能を活かしながら、

町を代表する緑の骨栺として、保全・維持管理・活用を

図ります。 

 

里山グリーンベルト 
斜面林の保全・維持管理・活用や農業の振興を図りな

がら、市街地を縁取る緑として、樹林地・農地・集落が

一体となった田園空間づくりを図ります。 

 
諏訪湖 

諏訪湖の水質を改善するとともに、湖岸での多自然化

や親水化を図り、下諏訪町における水の骨栺として水辺

環境の保全・育成・活用を図ります。 
 

諏訪湖岸ふれあい軸 

 

河川ふれあい軸 
砥川、東俣川、承知川、福沢川、十四瀬川では、多自

然化や親水化により、水辺環境の保全・育成・活用を図

るとともに、水辺のネットワーク形成を図ります。 

 

自然ふれあい拠点 
八島湿原周辺やいずみ湖公園周辺では、現在の良好な

自然環境を保全しながら、人々が自然とふれあえるよう

な機能の充実を図ります。 

 

都市公園拠点 

下諏訪公園とみずべ公園に加え、既設公園の充実整備

による里山公園（水月公園の充実整備）や湖畔公園（高

浜公園、卙物館、高木運動公園の一体的な充実整備）、

新たな整備による諏訪湖畔の赤砂崎公園（地域防災拠点

機能）、市街地中心部の街なか防災公園（市街地中心部

で丌足している公園の確保）を都市公園拠点と位置づ

け、公園ごとの特色や役割分担を踏まえながら、整備・

機能充実・適切な維持管理を図ります。 

 

緑の歴史文化拠点 
諏訪大社（春宮・秋宮）、熊野神社、津島神社では、

その周辺を含め、緑と調和した歴史的風土の保全・育成

を図ります。 

 

道路緑化軸 

幹線道路などでは、環境の維持・改善や市街地の良好

な景観づくりに役立つよう、緑化の推進や適切な緑の維

持管理を図ります。また、生物の移動空間や延焼遮断

帯・避難路として緑のネットワーク形成を図ります。 

 

街なかの緑 

商業地や観光地では、歴史・文化・観光資源を保全・

活用しながら、歩いて楽しめる緑豊かな空間形成を図り

ます。また、その周辺は都市型の住宅地として、建て替

えなどに合わせて住環境の改善を進め、更なる緑化の推

進や防災機能の確保・充実を図ります。 

 
周辺居住地の緑 

地域の特性を活かしながら、安全・安心でうるおいの

ある緑豊かな住宅地の形成を図ります。 

 
農地 

農業の振興を図りながら、貴重な緑や農業体験の場と

して、農地の保全・活用を図ります。 
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３－３ 評価の基準指標の設定 

 

本計画に基づく施策の進行状況について、評価の基準となる指標を以下の通り定めます。この

指標を向上させるよう、現状の緑を保全するとともに、新たな緑の創出や各種制度の活用など、

緑を豊かにする様々な施策に取り組んでいきます。 

 

評価基準指標１ ： 緑地の確保水準 

           緑地の量を確保していきます。 

 

  

現況 目標年次（平成 32年） 

面積 確保水準 面積 確保水準 

都市公園等 

用途地域指定区域 11.78ha 2.18％ 19.68ha 以上 3.64％以上 

都市計画区域 54.20ha 0.86％ 62.20ha 以上 0.98％以上 

施設緑地 

用途地域指定区域 26.13ha 4.83％ 34.0ha 以上 6.3％以上 

都市計画区域 74.41ha 1.18％ 82.3ha 以上 1.3％以上 

緑地 

用途地域指定区域 33.58ha 6.21％ 41.5ha 以上 7.7％以上 

都市計画区域 5,735.67ha 90.63％ 現状維持以上 

※面積は開設・指定済み面積を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域制緑地】
自然公園区域（八ヶ岳中信

高原国定公園）、保安林、地

域森林計画対象民有林、国

有林、農業振興地域農用地

区域（武居など）、河川区域

（砥川など）、天然記念物保

護区域（八島ヶ原湿原植物

群落）、県・町指定文化財

など

【公共施設緑地】
広場、児童遊園地、学校校庭、

水月霊園など

【民間施設緑地】
寺社境内地（諏訪大社下社、

津島神社、熊野神社など）

いずみ湖公園、下諏訪公園、みずべ

公園、水月公園など

都 市 公 園 等

施 設 緑 地

緑 地
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評価基準指標２ ： 緑に対する評価（よい＋ややよい） 

           市街地の緑を守り育て、町民の緑に対する満足度を高めます。 

 

 現況 目標年次（平成 32年） 

町の中心部の緑に対する評価 18.6％ 30％以上 

自宅周辺の緑に対する評価 55.3％ 60％以上 

※現況は「緑に関する住民意向調査」（平成 22 年実施）によるもの。 

 

 

＜指標に関連する主な取り組み＞ 

町民・事業者 

・農地や樹林地など民有地の良好な緑の保全 

・民有地の施設緑地や地域制緑地の保全 

・住宅地や商業地、観光地など民有地での緑化推進 

・緑を守り育てる活動への参加 

・行政との協働による緑の保全 

行政 

・新たな公園の整備と既存公園の適切な維持管理 

・公有地の施設緑地や地域制緑地の保全 

・公有地の水辺や樹林の保全 

・公共施設や道路など公的空間での緑化推進 

・緑に関する情報提供や学習の場の充実 

・町民や事業者との協働による緑の保全 

・民有地の施設緑地や地域制緑地の保全に対する支援 

・町民や事業者の緑化に対する支援 

・町民や事業者による緑を守り育てる活動に対する支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３章 緑の将来像 

 

- 58 - 

 

 

 

 

 


